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12月12日（水）尾道に新店舗 「おのみち渡し場たまがんぞう」 がオープンします！！
目の前には尾道水道、後ろには千光寺が眺められる４階建ての店舗の１階は○○
○２階は○○○３階は○○○えっじゃあ４階は？？ってな感じでまだまだ謎多き「た
まがんぞう」をちょこっとご紹介させていただきまぁ～す。お楽しみに！！！！！
▲

事務所＆本屋

１階は大将曰く、やさしさあふれる本がならぶ開放的な事務所。
観光客の方が気軽に立ち寄れる休憩所としてカウンターとイスが
あり、置いてある本が読めたり喫茶ができたりするスペースです。

１階

カウンター１２席

▲

２階

２階はドーンとカウンターだけの店舗。カウンターの前は刺し
場になっています。吹抜けのある３階へのらせん階段が…。
テーブル７席

個室２席

▲

３階

▲

３階北側は個室が２席。
８～１０名様用につなげて
座って頂く事もできます。

３階南側はお座敷スペース。最大３２名様の
宴会ができ、各テーブルの間は移動可能の仕切
りがあります。窓から眺める景色が最高！！

尾道への熱い想いを
しっかり込めさせて
いただきます！！！

▲

個室７席

４階は最大４０名様が利用でき
る個室が７席。各部屋から庭に通
じる事ができ、開放感たっぷりの
スペースです。

４階

よっとく？
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ココが たまがんぞう ！

西山本館

商工会議所
尾道市役所

村長・与っ作の農業通信コーナーいえい！みたいな～

まだまだ急ピッチ工事中のたまがん
ぞうもこの新聞が発行される頃には
しっかり形になっているであろう…
なんせ図面をみて想像する事しかで
きないもんで、イメージはふくらむ
一方、ああなったらこうなるって考
えるだけでも楽しくなってくる。新
店舗がオープンする時のドキドキ感
は何度経験してもいいものです。さ
て、今回のこのお店。なんと４階建
てのビルをまるごと「いっとく」流
に大改造！！海と山にはさまれた眺
めのいい立地はお客様にとっても、
働くスタッフにとっても癒される！
コンセプトは「やさしさに包み込ま
れたビル」１階には今まで大将山根
浩揮が出会ってきた素敵な本が並ぶ
店内に事務所が併設。気軽にみんな
が立ち寄れる場所として開放する。
２階から４階はもちろん居酒屋「た
まがんぞう」全国の旨いもんと尾道
の海の幸、瀬戸内の温暖な気候で育
った野菜達をしっかり味わえます。
与っ作さんとみんなが育てたいっと
くファームの野菜も忘れちゃいけな
い！！新しく仲間になるスタッフの
みんな～いっとく新聞よろしくね！

自己紹介リレー

みなさーん、
ツイテますかー？元気があればなんでもツイテル!さてさて脳の
中が農でいっぱいの与っ作です。すっかり尾道ケーブルテレビの顔になり、
ばくだん酒場 かおりんからは…
市民農園に来てる方から「村長テレビ見たよ」と声をかけられキムタク気分
でルンルン♪「お前！キムタクちゃうわ！キモタクじゃあ！」……こっから
が本題、最近「国家の品格」著者の藤原正彦先生の講演会に行かせていだだ
きました。講演の中でビビッときた言葉は「日本人は美的感受性が世界でも
っとも優れている」です。季節によってかわりゆく自然の景色を見た目だけ
でなく心をのせて感じとることは日本人の誇りであると言われてました。今
の季節なら秋を感じる紅葉、冬の訪れを告げる干し柿、人恋しさを感じさせ
られる寒さと乾燥でカサカサに乾いた唇を潤すリップクリーム…なんでやね
最近モノマネが絶好調の与っ作さん
ん！とにかく私たちには先祖代々受け継がれた遺伝子、美的感受性があります。日本人の誇りです。た
だ目で見るだけでなく心で見て感じることが心が豊かになることですね。そんな幸せをたくさん感じ生
見た目カッコイイのに喋るとふにゃふにゃした喋り方をする大地！もっ
きていきたいですねぇ。与っ作からの幸せのおすそわけでした。ほなまたねぇ(^O^)

ベッチャーの胃ぶくろ 泰山大地（だいち）

おかぁさんはずっと想ってるよ♪
『生まれてきてくれてありがとね』
元やまねこスタッフ

元９２４スタッフ

元９２４スタッフ

めぐりんの
長男です！

あさのちゃんの
長女です！

チカちゃんの
長男です！

航太郎(こうたろう
こうたろう)くん
くん 凜子(りんこ
りんこ)ちゃん
ちゃん

育哉(いくや
いくや)くん
くん
10月7日生まれ
10
日生まれ1歳1ヶ月
ヶ月 10
10月27
27日生まれ
日生まれ2696
2696グラム
グラム 10
10月23
23日生まれ
日生まれ3390
3390グラム
グラム

新しい仲間が入りました！ヨロシクお願いします！！

いっとくを卒業する仲間からメッセージです。

満天酒家あかぼし

岡之上梨沙（りさちゃん）

としゃんとすればエエ男なのになぁ…でも、それが大地らしさがでてる
のかもしれないね。またそのうちカシオレパーティーでもしようね。そ
の時は私の一方的な喋りに付き合って下サイ（笑）

満天酒家あかぼし つよぽんからは…

尾道いっとく 椋野寛基（むっくん）

あかぼしで２年働いて、たくさんのスタ
ッフとたくさんのお客様に出会って、楽
しいアルバイトができました！将来、美
容師になろうと思っているからイイ接客
の勉強になりましたo(^-^)oいっとくグ
ループで働いて今までに学んできた事は
絶対にこれからさき役に立つと思います
！みんな２年間ありがとぅ(●^o^●)

やまねこカフェ 池本麻由さん（まゆちゃん）★各店随時スタッフ募集中です 笑 顔 が ス テ キ な か わ い い 美 容 師 誕 生 だ ぁ ～

ツバサ、ツヨシ、ときたらムクノでしょ…彼のほんわかムードには
常日頃癒されてます！好きですムックン

フレアチームメンバー募集中！
ボトルでできたアザは男の勲章！！！
目指せ！みんなトムクルーズだぁ～！！
あかぼし（バーテン田）竹田

発行

番頭ケンゴの旨いもんは俺にまかせろ！？

店長だよ!全員集合!!

まいど、番頭ケンゴです。 休肝二週間目に
遂に忘年会シーズ
皆様のおかげで
そろそろ辛口の燗
ンに突入しました！
無事５周年イベ
酒が恋しい季節に
突入中！とは言えど食欲だけは治まらず･･･
一年の締めくくりは
ントを終える事が
やっと…みなさん
前号に書いた灰干し･･･やっぱり旨いっす！
やっぱり「いっとく」
できました！いっぱ
バイク乗ってますか
で！！一階はアツ
いいっぱい感謝
魚に本来あるはずのない旨味脂が「 灰干し
？世間の荒波にの
アツ鉄板！！二階
で す！このテンシ
ってますか？今月も
製法」により出現！！ 先人の知恵と魚の不
もモツ鍋でもっとア
ョンで今年一杯爆
来月ものっかってい
ツアツッ！！皆さ
発していくぜぃ！
思議にへぇ～の連続であります。いやいや、
きましょう！！あっ、
んのお越しお待ちし
ほんまに灰干し久々ヒット。地元ではレモ
風邪には乗らない
てます！！お疲れ
いっとく 三浦店長 様です。押忍！！
ばくだん 陶山店長
ベッチャー 大塚店長 でね♪
ンや橙の柑橘類、向島わけぎなんかが美味
しい季節、 年末までには鷺島トマト始まるか！？ 産地もんは岡山美星町
オッス！オレユウ
１２月はマッツ
きたる25日の
ヂ、サムイトキハ
店長大好きな
中本氏がつくる原木しいたけになめこ、高知の金目鯛に岩手の活帆立、牡
クリスマス高鈴
ナベクウ、コレニ
カワハギちゃん
蠣もえ～のを仕入れさせてもらえることになったし…う～ん旨いモン盛り
ホンノジョウシキ、
のライブ、その
チョウおすすめ。
オレウマイナベ
造り、煮付け、
２日後27日猿
だくさん！書ききれん！１２月からお店で使うレモンは地元因島の友達、
ツクル、ミンナタ
なべ、なんでも
楽のジャズライ
岡野和吉が作ったレモンを中心に仕入れます！みんな大切に使ってや！ち
ベル、ミンナヨロ
オッケー！ちょ
コブ、オレモヨロ
ブ決定!!年末を
いとぬる燗で
なみに情熱リーグの時に発覚したのですが、和吉の姉ちゃんは水軍太鼓の
コブ。
笑顔満天！！
あかぼし 松原店長
やまねこでもり
メンバーでした。なんか縁あるな～と感じながら…まー地元のえーとこじ やまねこ 竹内店長
ぽっぽ 上原店長
あがろう～!!
ゃね！そうそう因島といえば杜仲茶！今年も因島杜仲茶の完成度は抜群で
他の杜仲茶の群を抜いています。ホット杜仲ティー最高！美味しくって体
阿呆な子推進委員会会長の者です。
今月もやりました。
年に３
にいいっていーねぇ！皆さんバランスよい食生活を！って俺か！今月の新
回ほど起きる
「酒呑んで記憶なくなるでしょう」
っていう発作
食材！愛媛宇和島栽培養殖真鯛「鯛一郎」養殖だからってあなどるなかれ
… そのせいかどうかワカリマセンが、最近髪を切ってもいな
！まず旨い！そして容姿端麗！内臓もビューティフル！生産者は徳弘多一
いのに前髪が間違いなく少なくなっておる！つまり前頭部が
郎氏（通称徳さん）「花は桜木、人は武士、柱は檜、魚は鯛、誰にも後ろ
どうかなってきているわけです。単純にこれは散髪に行く回
指さされない鯛をつくる」と、かなりの達人でした…（酒盛りもかなりの
数が減って「ツイテルツイテル」に決まり！ネッ、
堀さん…。
達人･･･）
宇和島の風光明媚な浜辺で刺身に、丸焼き、薩摩汁を頂きました
んで、ハゲだのアホとかさんざん書きまくっておりますが、
がサイコーでした！新店「たまがんぞう」では、そんな徳さんの愛情たっ
食品偽装をするようなハゲは手に負えない野郎ですな（
。NO推進
ぷり鯛一郎くんと金目鯛、和吉の因
！）最近では「吉兆」の偽装が世間に出回って、社長が「パート
島産柚子で鯛の柚子鍋やっちゃいま
の人が勝手にやった事だ！」なんて言うもんだからパートさん
す！鯛の柚子鍋？金目のしゃぶしゃ
「上司に指示されてやった事です！」って、逆切れ暴露するわ
ぶ？どっかで聞いたことが？？？Ｔ
で、マジにヤバイ社長ってこの世にはまだまだおるもんじゃね
１日 椋野 寛基（むっくん）
ＴＰ？いやいや、たまがんぞうオリ
ぇ。まっ、ゲテモノはさておき、ワテら初めて、札幌に行って
兵庫出身、運動神経バツグンのちょっぴりマッチョなさわやかボーイ！
ジナルでございます！！そこんとこ
年上レディーに大人気！マメなむっくんは今日もいっとくでモテモテ♪
みました。札幌ってどこ？とか言われても自分で考えてちょ。
ヨロシク！
そこで、「朝５時まで呑んでも、本式の総合格闘技の大会に出

馬鹿大将の
阿呆な子ラム

Happy Birthday

オッス！オラユウジ！芋焼酎ダゼ
八木酒造の芋焼酎『熟柿
（じゅ
くし）
』
大隈半島の山の中に蔵
を創業して早３年。 全製品を
手造り瓶仕込み洞窟貯蔵です。
その年に醸造された最も上質
な焼酎を熟成させた１本です。
柿のように熟した甘さ。ぜひ
ロックかお湯割を！拾圓ポッ
ポ・ばくだん酒場延広店で…

８日

福永

和弘（ふくちゃん）

あかぼし所属の朝礼野郎！本気の朝礼とよっさん直伝の笑いを伝道す
る毎日、とても優しい彼はいつもスタッフみんなに囲まれてます！

１３日

寺岡

美幸（てらＰー）

あかぼしのアイドルてらＰ－！かわいさと女らしさ両方兼ねそなえた
みんなのあこがれ！！若さの秘訣を今度おせぇ～て ハイ♪１００円

１８日

上原

裕司（ハラヘッタ）

奥さんと子供達の次に、ラーメンと博打をこよなく愛するポッポ店
長！年間ラーメン消費量は２００杯以上！口癖は「ハラヘッタ」…

２０日

高橋

愛子（あいちゃん）

ベッチャーの元気印の雪印。最近女らしさに磨きがかかり大人の階段
昇り中！！得意のピアノでショパンを弾くシンデレラガールなのだ！

ぶちくさらぁめん本店
１２月限定「一期一会らぁめん」は…

『Ｍ男のぶちくさ味噌ラーメン！』
１７時から数量限定販売一杯６５０円

２５日

田頭

未帆（みほちゃん）

いつも笑顔満天！！みほりんオーラでファン急増中！あかぼしの仲間
タチはいつもその笑顔で元気満天！！和ませる美容師になるのです。

２９日

大塚

信一（つかちゃん）

ごぞんじ、ベッチャー店長！尾道流笑いの探求者、
ベッチャーのあらく
れ共を束ねる為に日々奮闘中！酔うとすぐモノをあげるふるまい癖が…

凍える夜は
ぶちくさが
あっためます

笠岡町川北４－１５ ℡０８４－９２１－７２２２

２００７年のしめは大塚！
来年もシクヨロ

「堀田団長の酒探訪」コーナー

場する！」（最近の話）という元漁師だという本格的にアホな
社長に出会いました。その社長なんと４２歳！で居酒屋の経営
者ですが、過去腕相撲をして、体重９０キロ以下のレスラーに
は負けたことがないほど強いという。戦績は５０００勝３０負
くらいだそうです。今まで、色々なレスラーや有名人と腕相撲
をしてきたそうですが、中でも最もオーラがあったのが、元横
綱「千代の富士」だった！と聞きました。腕相撲が始まるや、
まったく動かなかったそうです。そして横綱は眉毛をピクリと
も動かさずに「そんなもんか！？」と言われたそうです。さす
がウルフ！！！俺なんかまだまだ「体力の限界！気力もなくな
り・・・」とか言うとれん（古ッ）料理もキャラも、かなり豪
快な社長でしたが、まだまだ日本中のこげなホンモンのアホに
会いまくらにゃ～いけんのぅ。と実感。さて、丁度札幌から帰
る日に「白い恋人」が復活販売だった。もちろん見向きもしな
かったが、アホな俺っちは新しい商品を開発想像した結果、思
いついた！！！その名も「黒い愛人」もしくは、
「白い変人」
！
！！結構イケそうじゃなぃ？

行ってきたどぉー北海どぉー
北の大地のヒロさん日記
よいさっよいさっよいさっ…。白米王子からつっこ
飯王子に成り上がりかけのヒロです。１１月１４、
１５日にサッポロの出来さん、久田さん、大将、マ
ネージャー、川野、行里で北の大地に行ってきまし
た。北海道には脂の乗った魚が多く、キンキ、サー
はちきょうのスタッフのみなさん
モン、真ホッケ、真エソ、からすハモ、白ゲンゲ等
々、どれも刺身醤油をはじく程の脂の乗り様でした。ま
た札幌の居酒屋『はちきょう』さんでは、刺身醤油と一
味唐辛子で刺身を頂いたり、店長がいくらを銀シャリの
上にストップとコールするまでテンコ盛っていく「つっ
こ飯」等、面白い演出を体験させて頂きました。二日目
どんぶりに大盛の白飯
は朝から雪の中市場見学をして、幻の鮭『鮭児』やタラ
バガニなど拝見しま…いやする予定…いや見てない…ヒ
ロシ札幌で寝坊しました。BAD LUCK☆ツイてるツイてる。
って事で、またまたいい食材をお客様まで御提供出来る
様になりました。みんな、お客様にいい食材で旨い料理
食べてもらおうぜっ！！ここは居酒屋だぜっ☆
そこにこの大量のイクラがつっこまれる

本格的な冬到来！北風吹く外から帰ってきたら、燗酒恋しくなる季節！と
言う事で今回は燗酒の常識と非常識をちょっとだけ。
（誤）「手軽にレンジでチンッ！」瞬間的に暖めると酒が苦く辛くとっが
った印象になってしまう。
（正）「鍋で沸騰」沸騰させた状態で火を止めて１分半から２分「チロリ
」や「徳利」で燗をつけると、ゆっくり暖まるので酒の味もやわ
らかくなるんだ。
いっとくでおなじみの陶器の酒燗器もこの原理だ
ね。ただしお酒の沸点は７０℃！火をつけたままだと温度が上がり
すぎるので気をつけてね！
お燗は温度帯によって呼び名があるのだ
「飛び切り燗」…５５℃以上 「熱燗」…５０℃位
上燗」…４５℃位
■編集後記■いやぁぁ、はやい
「ぬる燗」…４０℃位
「人肌間」…３５℃位
「日向
（ひなた）
燗」
…３０℃位 もんで今年もあと
もんで今年もあと1カ月ですね
カ月ですね！
いっとくの酒燗器だと湯を入れて２分位でぬる燗～上燗くらい。
温度によっても味わ どうも編集長です。今年１年み
いの変わる日本酒。その変化を楽しむのも日本酒の楽しさだよねッ
！さぁ今宵はどの なさんどうでしたか？私自身、
酒を燗につけようか…。次回は、日本酒の原料「米」についてクローズアップだよ！ あっという間の一年でした…。

眼鏡がキラリと光る！？ふくすけの
本気の読書おすすめします！！！
皆さん本読んでますかぁ？どぉもぉ～！本の楽しさすばらしさを伝え、ついでに自
分も感じてしまおうと一石二鳥を考えてる…あかぼしの三等兵コト福ちゃんです。
日々毎日に忙しく、時間に余裕がないとなかなか読めない本ではありますが…この
度オススメしたい本があるのです。それは…
『星の商人「成功の秘法」
を手に入れる
ためのレッスン』です！簡単に言えば…星の海で繰り広げられる、ある２人の若き
商人が描く胸踊る成功小説。大商人になるためだけのみならず、人として忘れては
ならない大切な見方考え方がつまった本です！コレを読んで、手にとって見てみよ
うと思っていただければ光栄です！後一つ、今回発見したコトを伝えておきます！
「いくら忙しくても本は読める！」読むも読まないも自分次第！本からは色々学び
があります。星の商人からの学び…富を奪い合う者は競争の世界に生きる。富を分
かち合う者は共存の世界に生きる。正しいのはどちら？あなたなら選ぶならどちら
を選びますか？ 福永（ふくすけ）和弘

来年からはまた初心にかえって
皆様にもっともっと愛され、楽
しんで頂けるおもしろ読み物に
していきまっせ！★ユウヤナカ
ハラ★■ありゃもう１２月！？
１年が早い早い！そう感じてし
まうのは歳のせい？ちっちゃな
頃は１年がながっくてイベント
盛りだくさん…でも時間は同じ
でチクタク刻まれているので当
時は色んな事に興味があって新
鮮でもって毎年自分のできる事
が増えていくから充実してたん
だなーと思うのです。みなさん
今年は充実してましたか？わた
くしは最近女王様キャラが人気
の「にしおかすみこ」と同い歳
ってのを知りちょっと勇気がわ
きました…「まつむらじゅんこ
だよ～！」来年もいっとく新聞
宜しくお願いします。かしこ
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有限会社いっとく

お知らせ ■１２月１２日（水）は新店
「おのみち渡し場たまがんぞう」
がオー
プンします。場所は尾道海岸通り福本
渡船の向かい！目の前は海！どうぞ宜
しくお願いします！■１２月のやまね
こカフェはイベントいっぱい！！２４
日（月）はクリスマス限定ディナーを
ご用意！お一人様３０００円ご予約お
待ちしてます。２５日（火）は「高鈴
ーこうりんー」のライブ、２７日（木
）は「猿楽ーさるがくー」のライブが
決定！！詳しくはやまねこまで…■年
末 ・年始の営業日のお知らせです。１
２月２５日（やまねこは
営業）・３１日・１月１
日・２日は全店お休みと
させて頂きます。２００
８年もどうぞ宜しくお願
い致します。皆様よいお
年をお迎え下さいませ。
■いっとく新聞へのご意
見・ご感想お待ちしてい
ます。
ittokunews@yahoo.co.jp

尾道市西土堂町1-10

℡0848-24-1109

www.ittoku-go.com

